食品安全委員会プリオン 専門調査会
第103回会合議事録

１．日時

平成28年11月17日（木）

２．場所

食品安全委員会

14:00～14:57

中会議室

３．議事
（１）オーストリアから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓 に係る
食品健康影響評価について
（２）その他

４．出席者
（専門委員）
村上座長、高尾専門委員、中村桂子専門委員、中村優子専門委員、
中村好一専門委員、八谷専門委員、眞鍋専門委員、横山専門委員
（食品安全委員会）
熊谷委員
（事務局）
川島事務局長、鋤柄評価第二課長、田中課長補佐、
大谷評価専門職、大快係長、大西技術参与、小山技術参与

５．配布資料
資料

オーストリア評価書（案）たたき台

参考資料

食品健康影響評価について
「オーストリアから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓につい て」

６．議事内容
○村上座長

定刻 でございます ので、ただいまか ら第103回「プリ オン専門調査 会」を開催

いたします。
本日は８名の専 門委員が御出 席でございま す。欠席の専 門委員は、 門平専門委員 、筒井
専門委員、堂浦専 門委員、水澤 専門委員、福 田専門委員、 山本専門委 員の６名でご ざいま
す。
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さらに食品安全委員会からは、熊谷委員に御出席をいただいておりま す。
本日の会議全体 のスケジュー ルにつきまし ては、お手元の資料 にございます「第10 3回食
品安全委員会プリオン専門調査会議事次第」を御覧いただきたいと思い ます。
それでは、議事に入ります前に、事務局より、本日の資料の確認をお 願いします 。
○田中課長補佐

それでは、配 布資料の確認 をさせていた だきます。 本日の配付資 料は、

議事次第、座席表 、専門委員名 簿のほかに２ 点でございま す。「オース トリア評価書 （案）
たたき台」と、参考資料として諮問文書を添付しております。
不足の資料はございませんでしょうか。
なお、これまで の評価書等及 び今回の諮問 に関係する提 出資料等は 、既に専門委 員の先
生方には送付いた しております が、お席後ろ の机上にファ イルと一部 についてはタ ブレッ
トで用意しておりますので、必要に応じ適宜御覧いただければと思いま す。
また、傍聴の方 に申し上げま すが、専門委 員のお手元に あるものに つきましては 、著作
権の関係と大部に なりますこと などから、傍 聴の方にはお 配りしてい ないものがご ざいま
す。調査審議中に 引用されたも ののうち閲覧 可能なものに つきまして は、調査会終 了後、
事務局で閲覧でき るようにして おりますので 、傍聴の方で 必要とされ る場合は、こ の会議
終了後に事務局までお申し出いただければと思います。
以上です。
○村上座長

それ では、事務局 から、平成15 年10月２日食 品安全委員 会決定の「食 品安全

委員会における調 査審議方法等 について」に 基づいて必要 となる専門 委員の調査審 議等へ
の参加に関する事項について報告をお願いいたします。
○田中課長補佐

それでは、本 日の議事に関 する専門委員 の調査審議 等への参加に 関する

事項について御報 告します。本 日の議事につ いて、専門委 員の先生方 から御提出い ただい
た確認書を確認し たところ、平 成15年10月２ 日委員会決定 の２の（１ ）に規定する 「調査
審議等に参加しないこととなる事由」に該当する専門委員はいらっしゃ いません。
以上です。
○村上座長

御提 出いただきま した確認書に つきまして、相違はござい ませんでしょ うか。
（「はい」と声あり）

○村上座長

ありがとうございます。

それでは、本日 の審議に入る 前に、前回の 専門調査会で の審議内容 について振り 返りた
いと思います。
まず、諮問事項 「オーストリ アから輸入さ れる牛、めん 羊及び山羊 の肉及び内臓 に係る
食品健康影響評価 について」に 関して、厚生 労働省から諮 問内容及び オーストリア におけ
るBSE対策の経緯等 について、事 務局からオ ーストリアの 出生年別のBS E発生状況に ついて
説明が行われ、その後、質疑応答が行われました。
次いで、評価手 法及び今後の 審議の進め方 等について私 から提案を し、評価手法 につい
ては、牛について は平成24年10 月評価書と同 様とし、まず は諮問内容 （１）①及び ②の規
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制閾値が30か月齢までの部分を審議することになりました。
次いで、めん羊及 び山羊につい ては平成28 年１月評価書 と同様とする ことになりま した。
最後に、平成28 年12月に厚生 労働省から諮 問を受けた牛 海綿状脳症 国内対策の見 直しの
うち、諮問内容（２）の 特定危険部位（S RM）の見直しに ついては、第9 7回プリオン 専門調
査会において、リ スク管理機関 における飼料 規制等に対す る影響の整 理を確認した 上で審
議することとして おりましたが 、リスク管理 機関から回答 があり、事 務局から説明 が行わ
れました。本件に つきましては 、リスク管理 機関と事務局 でよく状況 の整理を行う 必要が
あるとされましたところでございます。
それでは、本日の審議（１）を開 催いたしま す。
「オーストリア から輸入され る牛、めん
羊及び山羊の国及 び内臓に係る 食品健康影響 評価について 」は、厚生 労働省からの 提出資
料をもとに起草委 員の先生方に 、オーストリ アから輸入さ れる牛、め ん羊及び山羊 の肉及
び内臓に係る評価 書（案）たた き台について 検討いただき ました。ま ずは事務局よ り、食
品健康影響評価の前までの部分について説明をお願いいたします。
○田中課長補佐

それでは、起 草委員の先生 方に作成いた だきました オーストリア から輸

入される牛、めん 羊及び山羊の 肉及び内臓に 係る食品健康 影響評価の 評価書（案） たたき
台について説明をさせていただきます。資料を御覧いただければと思い ます。
前回の調査会で 、牛について の評価手法は 2012年10月評 価書と同様 に、めん羊及 び山羊
については評価済 み国のめん羊 及び山羊を評 価した評価書 である2016 年１月評価書 と同様
とすることとされ ましたので、 こちらの評価 書（案）のた たき台につ きましても、2 012年
10月評価書及び201 6年１月評価 書と構成は同 様となってお ります。た だ、牛とめん 山羊を
同時に評価という のは、このオ ーストリアが 初めてという ことになり ます。今回は オース
トリアのBSE対策部 分、また、めん 山羊部分を 中心に説明を させていただ きたいと思い ます。
資料を開いてい ただきまして、５ ページ目を御 覧いただけれ ばと思います 。
「Ⅰ．背景及
び評価に向けた経 緯」が ございます 。こちら はこれまでの 食品安全委員 会におけるBS Eの評
価の経緯について記載がされております。
５ページの37行 目を御覧いた だければと思 います。今般 、厚生労働 省から、オー ストリ
アから輸入される 牛、めん羊及 び山羊の肉及 び内臓の輸入 条件の設定 について評価 の要請
があったことが記載されております。
６ページの32行 目、「３．諮問 事項」がご ざいます。そ の下から四角 で囲ってある 部分、
さらに７ページに まいりまして 、こちらが厚 生労働省から の諮問事項 について記載 がされ
ております。牛に ついては（１ ）の「①月齢 制限」、「②SR Mの範囲」、 ③としまして 、さら
に月齢の規制閾値 を引き上げた 場合のリスク の評価との諮 問内容がそ のまま記載を されて
おります。
めん山羊につき ましては（２）といた しまして、現行の 輸入禁止から SRMを除去し たもの
を輸入とした場合のリスクの比較との諮問内容となっております。
２行目、
「４ ．本評価の 考え方」となります 。こちらも牛 につきまし ては2012年10 月評価
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書と同様になって おりまして、1 5行目以降の ポツにござい ますような 考え方に基づ いて検
討を進め、評価を 実施すること が記載をされ ております。 ポツの１番 目、15行目に ござい
ますように、これま でのBSEのリ スク評価と同 様に、①生体 牛のリスク、②食肉等のリ スク、
③vCJD発生のリスクの順で検討を行うということで記載がされておりま す。
８ページの少し 進んで19行目 になります。 ただし、上記 のうち、＊ を記した事項 につい
ては、評価に影響 を及ぼすよう な新たな科学 的知見は得ら れなかった ことから、201 2年10
月評価書及び国内 対策見直しに 係る食品健康 影響評価（健 康と畜牛のB SE検査の廃止 ）、こ
ちらは以下、2016 年８月評価書 とさせていた だきますけれ ども、こち らに記載の知 見をも
ってかえることと いたしまして 、本評価書に おいて再掲し ないことと いたしており ます。
＊のついている部 分以外の部分、こちらのペ ージでいきま すと、６行目 の牛群の感染 状況、
11行目の食肉等の リスク、また 、と畜場での 管理状況とい ったものの オーストリア につい
てのBSE対策を整理していくこととされております。
９ページの３行 目、諮問内 容のうち 、まずは（ １）の① の輸入月齢制 限及び②のSR Mの範
囲について取りま とめを先行し て行うという ことが前回の 調査会で決 まっておりま すので、
ここに記載がされております。
10ページ、
（ ２）めん羊 及び山羊の肉 及び内臓 、こちらの評 価の方針とな ります。こちら
につきましても201 6年１月評価 書と同様とな っておりまし て、①めん 羊及び山羊に おける
BSEプリオンの感染 性。②めん羊 及び山羊に おけるBSEの感 染状況及び 食肉等のリス クにつ
いて検討を進める とされており ます。ただし 、①について は、評価に 影響を及ぼす ような
新たな科学的知見 は得られなか ったことから 、2016年１月 めん山羊評 価書をもって かえる
こととし、本評価 書において再 掲しないこと とされており ます。この ため、②めん 山羊に
おけるBSEの感染状 況、③ 食肉等のリス クについて 、オース トリアの状 況を整理して いくこ
ととされております。
2016年１月のめ ん山羊の評価 書において、 めん山羊の肉 及び内臓等 の摂取に由来 するス
クレイピープリオ ンによる人の 健康への影響 は考えがたい と判断し、 評価対象をめ ん羊及
び山羊におけるBSEとすることとした旨が記載をされております。
11ページ、こちらから「Ⅱ．BSEの現状」について、総論的に記載が されておりま す。
12ページにグラ フ及び表がご ざいますけれ ども、世界の 牛のBSEの発 生頭数が示さ れてお
ります。牛のBS E発生頭数累 計で2016年10 月末現在 、19万670頭 でございます 。発生頭 数は、
2016年は10月末現在で１頭の発生ということとなっております。
13ページ、こちらはEU 等におけるBSE の検査頭数で ございます 。これ は直近のデー タであ
る2014年までのデータが示されております。
14ページ、「２． 世界における めん羊及び 山羊のBSE発生 頭数の推移 」になります が、表
２に示されており ますように 、これま で山羊２頭のB SE感染例が 確認されてお ります 。これ
らの症例はフラン ス及びイギリ スで実施され た、さかのぼ り調査によ り確認された もので
ございます。
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15ページ、「３． 各国における 牛のBSE検査 体制」となり ます。ここ からオースト リアに
ついても記載がさ れております。BSE 検査体制で すが、食用目的で 処理される、いわ ゆる健
康と畜牛のBSE検査 は、EUでは201 3年から一部 を除き加盟国 の判断によ り実施しなく てよい
とされております 。オーストリ アは従前、72 か月齢超の健 康と畜牛の 検査を実施し ており
ましたが、2013年３月からは健康と畜牛の検査が廃止されているという ことです。
16ページ、「４． 各国における めん羊及び 山羊のBSE検査 体制」とな っております 。EUに
おいては検査にお いてTSE陽性と された検体 について、BSE の判別検査 が実施されて おりま
す。検査体制は表４に示されているとおりとなっております。
17ページ、
「５．各国におけ る牛の特定 危険部位（SRM）」が示さ れております。オ ースト
リアは無視できる リスク国とな っております ので、SRMの範囲 は、12か月齢超の 頭蓋（下顎
を除き脳、眼を含む。）及び脊髄とされているところです。
18ページ、
「６．各国に おけるめん羊 及び山羊の特 定危険部位（SRM）」となっており ます。
こちらは、EUにつ いては全月齢 の脾臓及び回 腸、12か月齢 超または永 久切歯が萌出 してい
る動物の頭蓋、扁桃及び脊髄とされております。日本も同じ範囲となっ ております 。
19ページ、
「 ７．各国の 飼料規制 」が示されて おります。こちらもオ ーストリアに おきま
しては、EU規則に 基づいて飼料 規制をされて おります。す なわち、牛 ・豚・鶏の肉 骨粉が
牛・豚・鶏の飼料 に利用できな いように規制 が強化されて おります。 いわゆる完全 な飼料
規制が行われているところです。現在もそれを行っているところという ことです。
20ページ以降、こ こから飼料規 制等のオー ストリアにお けるBSE対策 の詳細が記載 されて
おります。
牛における感染 状況につきま しては、少し 飛んでいただ きまして、2 5ページに一 覧の表
を、いつもどおり 、まとめ表が ございます。 オーストリア において、 まずは国内安 定性の
うち飼料規制の部 分でございま すけれども、 一番上になり ます。オー ストリアは199 0年か
ら国内法に基づき 反すう動物へ の全ての動物 由来の肉骨粉 等の特定の タンパク質の 給与を
禁止しております 。EU加盟後はE U規則に基づ きまして、20 01年１月か らは全ての家 畜への
動物由来タンパク 質の給与を禁 止しておりま す。いわゆる 完全な飼料 規制を実施し ている
ところです。
SRMの 利用実 態につ きまし ては 、SRMの 定義は 先ほ ど説明 したと ころで すが 、全て のSRM
は除去され、焼却 されていると いうことでご ざいます。ま た、レンダ リングの条件 につき
ましては、レ ンダリング 施設において 、133℃ ３気圧20分の 処理を義務 化していると いうこ
とです。交差汚染 防止対策につ きましては、 2001年１月か ら完全な飼 料規制を実施 してい
るところです。
サーベイランス につきまして は、現在、24 か月齢超の死 亡牛、緊急 と畜牛を検査 してお
ります。健康と畜 牛については 、2013年３月 から健康と畜 牛の検査を 廃止しており ます。
その結果、現在、O IE基準に定め る５万頭に １頭のBSE感染 牛が検出可 能なサーベイ ランス
を実施しているということでございます。
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こちらの表の記載のない部分について、文章に戻って説明をさせてい ただきます 。
20ページの「（１）生体牛、肉骨 粉等の輸入」につ いて。オーストリ アは生体牛の 輸入に
ついて、EU加盟前 につきまして は、国内法に 基づき1990年 ３月に英国 からの、1998 年には
ポルトガルからの 生体牛の輸入 を禁止してお ります。その 後はEU規則 に基づき、英 国また
はポルトガルから のそれぞれの 輸入禁止は解 除されており ます。また 、輸入牛につ きまし
ては、2000年から30か 月齢以上の牛 がBSE検査の 対象とされて おります。その後、オ ースト
リアの国内産の牛 と同様の検査 が輸入牛につ いても適用さ れておりま す。ただ、健 康と畜
牛については、オ ーストリア国 内産について は現在廃止し ております けれども、一 部の輸
入牛については引 き続き30か月 齢以上の牛の 検査が行われ ているとい うことでござ います。
肉骨粉の輸入に ついてもEU規 則に基づき規 制されており ます。肉骨粉 の輸入につい ては、
ペットフード、肥 料、燃料等の 目的で使用さ れるものに限 られており ます。また、 原料に
SRMが含まれないことなどを記載した衛生証明書の添付が義務づけられ ております。
飼料規制につきましては、先ほど説明いたしましたので省略いたしま す。
21ページ、「２．BSEサーベイランスの状況」になってまいります。
「（１）牛 のサーベイラ ンス」に つきまして 、オーストリ アでは検査 体制をかなり 頻繁に
変えているところ です。まずは1 990年に何ら かの中枢神経 系の異常を 示す全ての牛 を対象
とした検査が開始 されておりま す。その後、 何度か検査対 象が変わっ ておりまして 、15行
目から、2000年12 月には、全て の緊急と畜牛 及び30か月齢 以上の死亡 牛について検 査が行
われることとなり ました。同じ 月に、検査対 象に感染牛か ら生まれた 健康と畜牛等 が加え
られ、緊急と畜牛の検査対象が30か月齢以上に変更されております。
2001年１月から は、30か月齢 以上の全ての 健康と畜牛、 20か月齢以 上のと畜場に おいて
中枢神経系の異常 を示す牛等が 検査の対象に 加えられてお ります。200 1年10月には 、死亡
牛の検査対象が20 か月齢に変更 され、2002年 ２月には緊急 と畜牛の検 査対象月齢が2 0か月
齢以上に変更され ております。2 003年10月か らは緊急と畜 牛及び死亡 牛の検査対象 月齢が
20か月齢から24か 月齢以上に変 更されました 。2008年12月 から健康と 畜牛及び緊急 と畜牛
の検査対象月齢が4 8か月齢以上 に変更となっ ております。 2011年６月 からは健康と 畜牛の
検査対象月齢が72 か月齢以上に 、2013年３月 からは健康と 畜牛の検査 が廃止となり 、緊急
と畜牛の検査対象 月齢が24か月 齢以上に変更 となっており ます。BSEを 疑う臨床症状 を示す
牛は、1991年から現在に至るまで全月齢が検査の対象とされているとこ ろです。
22ページに牛の サーベイラン ス頭数が記載 されておりま す。表８に なります。201 5年は
健康と畜牛、こちらは 検査を廃止し ているので０ 頭、死亡牛が１万 2,862頭、緊急と 畜牛が
2,812頭及 び臨 床的にBS Eが疑 われ る牛が3 1頭、 検査 がされ たとこ ろで す。2015 年は 、BSE
検査陽性牛は確認されておりません。
23ページ、「（２ ）めん羊及び 山羊のサーベ イランス」に なります。 オーストリア では、
EU規則に準拠して 検査を実施し ております。 現在は全ての 臨床症状を 示す家畜、健 康と畜
動物及び死亡畜の うち、過去７ 年以内に定型 スクレイピー が発生した 農場由来の動 物等、
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全ての緊急と畜動 物並びに18か 月齢以上の一 部の健康と畜 動物等を対 象とした検査 が実施
されております。E Uでは、2005 年以降、TSE サーベイラン スの結果、TS E陽性とされ た検体
については、ウエ スタンブロッ ト、免疫組織 化学検査、EL ISAによるBS Eの判別が行 われて
おります。
オーストラリア における、め ん羊及び山羊 における各年 のサーベイ ランス頭数は 表９に
示しているところ です。括弧内が、全体 のうちの山羊 の頭数となっ ております。TSE 検査陽
性個体が何頭かご ざいますけれ ども、いずれ もBSE陽性は確 認されてい ないというと ころで
ございます。
24ページ、
「 ３．BSE発 生状況」と なっておりま す。オー ストリアでは 2001年に初め てBSE
検査陽性牛が確認 されて以降、合 計８頭のBSE 検査陽性牛が 確認されてお ります。表10 にBSE
検査陽性牛の詳細 が示されてお ります。非定 型BSEについ ては３頭確認 されておりま して、
１頭がＨ型で181か 月齢、２頭がＬ型で 130か月齢と1 50か月齢と なっておりま す。オ ースト
リアでは、めん羊及び山羊にBSEは確認されておりません。
牛の出 生コ ホート の特性 です けれど も、BSE 検査 陽性牛 の出生 時期 は、1992 年か ら2000
となっております 。オーストリ アにおいて完 全な飼料規制 （全ての家 畜への動物性 たん白
質の給与禁止）が実 施された2001 年１月以降 に生まれた牛 でBSE陽性は 確認されてお りませ
ん。最終発生は200 0年６月で、2 000年６月に 生まれた１頭 を最後に、 これまでの16 年間に
生まれた牛にBSEの発生は確認されておりません。
26ペー ジ以 降が「 Ⅳ．SRM 及び食 肉処 理」に ついて 記載が されて おり ます。 こちら も28
ページに、牛におけるSRM及び食肉処理のまとめ表がございます。
まず、と畜場で の検査になり ます。オース トリアにおい ては、と畜 場に搬入され る全て
の牛について 、獣医官が 目視でと畜前 検査を実施し ております 。BSEを 疑う臨床症状 を示す
牛は月齢にかかわ らず、BSE検査 が実施され ます。健康と 畜牛のBSE検 査は従前、72 か月齢
以上を対象として 実施されてお りましたが、 2013年３月か らはオース トリア産及びE U域内
の国（ブルガリ ア、ルー マニアを除く ）から輸入 された健康と 畜牛につい ては、BSE 検査は
廃止されておりま す。ブルガリ ア、ルーマニ アとEU規則で 定める第三 国から輸入さ れた健
康と畜牛については、30か月齢以上を対象にBSE検査を実施することと されておりま す。
ピッシング等は 禁止されてお ります。SRM の定義は先ほ ど説明したと おりですけれ ども、
と畜場でのSRMの除 去については 、獣医官に より確認がさ れており、SR Mは専用の容 器に廃
棄されるというこ とです。また、全ての と畜場におい て、SSOP及びHACC Pが導入され ている
ということです。機械的回収肉（MRM）については、製造は禁止されて いるところで す。
前に戻りまして 、先ほどの表 にない部分を 説明させてい ただきます。 27ページの 「（３）
その他」の②がト レーサビリテ ィの記載にな っております 。オースト リアでは、と 畜場に
おける牛の月齢確 認には個体識 別された耳標 が使用されて おります。 個体識別が明 らかで
ない場合は、と畜 は許可されて おりません。 個体の出生、 移動、と畜 などの記録に ついて
は、データベースに登録がされているということです。
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③といたしまし て、と 畜場及びと畜 頭数になりま す。オ ーストリアの 牛のと畜場は 3,150
施設ございます。 牛の年間と畜 頭数は、2015 年のデータで は63万頭、 飼養頭数は201 4年の
データで196万頭ということです。
次に「２．めん 羊及び山羊に ついて」の項 目です。と畜 されるめん 羊及び山羊は 、と畜
前検査が実施され ております。 と畜前検査に 合格していな いめん羊及 び山羊由来製 品の流
通は禁止されております。
32行目にまいり まして、と畜 場におけるサ ーベイランス は2002年か ら18か月齢超 の一部
のめん羊及び山羊 を対象として 実施されてお ります。と畜 頭数はめん 羊が13.6万頭 、山羊
が7.8万頭です。飼養頭数は、めん羊が44.5万頭、山羊が10.3万頭です 。
オーストリアはE U規則に基づ き、めん羊及 び山羊の全月 齢の脾臓及 び回腸、12か 月齢超
の牛の頭蓋、扁桃及び脊 髄をSRMと規定 しているとこ ろです 。と畜場に おいては月齢 確認と
して歯列を確認することとなっております。
説明は以上になります。
○村上座長

ありがとうございました。

それでは、起草委員の先生方、追加説明はございませんでしょうか。 よろしいで すか。
では、全体の委 員の先生方か ら、ただいま 事務局から説 明を受けま した内容につ きまし
て、質問あるいは 御意見を頂戴 したいと思い ます。本件に つきまして も一つ一つパ ートご
とに区切って、記 載内容の修正 等の御指摘あ るいは全体に 対しての御 質問を頂戴し たいと
思います。
それでは、まず 「Ⅰ．背景及 び評価に向け た経緯」で５ ～10ページ の範囲につい て、御
指摘、御意見をいただきたいと思います。お願いいたします。よろしい でしょうか 。
それでは、「Ⅱ． BSEの現状」 について、11 ～19ページま でですが、 いかがでしょ うか。
よろしいでしょうか。
続きまして、
「Ⅲ．感染状況」に つきまして、20～2 5ページです。い かがでござい ましょ
うか。
○高尾専門委員

2 2ページの表 ８の各年の牛 のBSEサーベ イランス頭数 ですけれども 、BSE

の検査陽性牛の数 はいいのです が、臨床的に 疑われる牛の うち、何頭 が陽性だった のかと
いうデータはありますか。
○田中課 長補 佐

24 ページ の表10 にBSE 検査陽 性牛が どの区 分の牛 から 確認さ れたか とい

うのが記載されて おります。区 分という部分 になりますけ れども、こ ちらの中では 、緊急
と畜牛と死亡牛か ら陽性牛が確 認されている ということに なっており ますので、臨 床的に
疑われたものは最終的には、検査結果は陽性ではなかったということで す。
○高尾専門委員
○村上座長

ありがとうございます。

ありがとうございます。

ほかにございませんか。よろしいですか。
それでは、「Ⅳ． SRM及び食肉 処理」につい て、26～28ペ ージでござ います。いか がでご
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ざいましょうか。何かございませんか。よろしいですか。
それでは、進め させていただ きます。続き まして、横山 専門委員か ら「Ⅴ．食品 健康影
響評価」について説明していただきたいと思います。よろしくお願いい たします。
○横山専門委員

それでは、29 ページからの 食品健康影響 評価（案） について説明 をさせ

ていただきたいと 思います。ま ずは事務局の ほうから、全 文の紹介を お願いできま すでし
ょうか。
○大快係長

少し 長くなります けれども、食 品健康影響評 価について 読み上げさせ ていた

だきます。29ページを御覧ください。
Ⅴ．食品健康影響評価
食品安全委員会 プリオン専門 調査会は、こ れまで参照し た各種文献 、厚生労働省 から提
出された評価対象 国に関する参 考資料等を用 いて審議を行 い、それに より得られた 知見か
ら、諮問内容のうち、オース トリアについ て、
（１）牛の肉及び内 臓について、①の 輸入月
齢制限及び②のSRM の範囲、（２ ）めん羊及び 山羊の肉及び 内臓に関す る取りまとめ を行っ
た。
１．BSEの発生状況
世界のBSEの発生 頭数は累計で 190,670頭で あるが、年間 の発生頭数 は、1992年の3 7,316
頭をピークに減少 し、2013年に は７頭、2014 年には12頭、 2015年には ７頭、2016年 には10
月末現在で１頭の 発生となって いる。野外に おけるめん羊 及び山羊のB SE感染例の報 告は、
遡り調査によって フランスと英 国で確認され た、飼料規制 強化前に出 生した山羊２ 例のみ
（フランスの2000 年３月生まれ 及び英国の19 87年生まれ） であり、め ん羊での確認 例はな
い。
オーストリアで は、８頭のBSE 感染牛が確 認されており 、うち３頭は 非定型BSEで ある。
出生年で みた 場合、20 00年 ６月生 まれの １頭を 最後 にこれ まで16 年間に 生ま れた牛 にBSE
感染牛は確認されていない。BSE感染めん羊及び山羊は確認されていな い。
２．飼料規制とその効果
オーストリアに おいては、動物由来たん 白質（牛 乳、乳製品 等一部のも のを除く。）につ
いて、全ての家畜 への給与を禁 止する飼料規 制が2001年１ 月に導入さ れた。交差汚 染防止
対策まで含めた飼 料規制の強化 が行われてか ら、オースト リアでは15 年以上が経過 してい
る（2016年10月末現在）。
また、オース トリアにおい ては、OIE が示す「 無視できるリ スクの国 」に要求され る５万
頭に１頭のBSE感染 牛の検出が可 能なサーベ イランスが実 施されている 。めん羊及び 山羊に
ついては、BSE検査 陽性牛が最も 多く確認さ れているEUに おいては、20 05年以降の約 650万
頭のめん羊及び山 羊を対象とし たサーベイラ ンス検査から は、BSE陽性 のめん羊及び 山羊は
確認されておらず、オーストリアにおいても同じ状況である。
このため、オーストリ アにおいて 、飼料規 制が強化され た後に生まれ たBSE検査陽 性牛は
確認されていない こと、B SE検査陽性め ん羊及び山羊 が確認され ていないこと から、オース
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トリアにおける飼料規制はBSEの発生抑制に大きな効果を発揮している ものと判断し た。
３．SRM及び食肉処理
オーストリアに おいては 、牛につい てはSRMの除去 やピッシン グの禁止 、めん羊及 び山羊
についてもSRMの除 去などの食肉 処理工程に おける人へのB SEプリオン の曝露リスク の低減
措置がとられている。
したがって、牛の 肉及び内臓又 はめん羊及 び山羊の肉及 び内臓による 人へのBSEプ リオン
の曝露リスクは、B SE対策の導入 以降、飼料 規制等による 牛、めん羊及 び山羊へのBS Eプリ
オンの曝露リスクの低下とも相まって、極めて低いレベルになっている ものと判断 した。
４．牛、めん羊及び山羊の感染実験
本事項については、2012年10月評価書及び2016年１月めん山羊評価書 のとおりで ある。
2016年１月めん 山羊評価書に おいて記載し た感染実験の 知見は、BSE 実験感染めん 羊及び
山羊においてPrPSc が体内組織に 広く分布す ること、並び に人がウシBS Eプリオンよ りも、
ヒツジ及びヤギBSEプリオンに対して高い感受性を有する可能性を示唆 している。
５．変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）
本事項については、2012年10月評価書及び2016年８月評価書のとおり である。
なお、vCJDは、2016年10月 末現在、世界中で2 31例が報告さ れており、近年は、201 4年に
２例、2015年は０例、2016年は２例の発生が報告されている。
オーストリアにおいてはvCJDの発生は確認されていない。
６．非定型BSE
本事項については、2012年10月評価書及び2016年８月評価書のとおり である。
なお、2016年10 月末現在、オ ーストリアで は３頭（130 か月齢、150か 月齢、181か 月齢）
の非定型BSEが確認されており、１頭はＨ型、２頭はＬ型である。
７．まとめ
（１）BSE感染状況
オーストリアに おいては 、これまで ８頭のBSE感染 牛が確認さ れているが 、2001年 １月か
ら飼料規制が強化 されており、 それ以降に生 まれた牛には 、BSE 感染 牛は確認され ていな
い。BSE感染めん羊 及び山羊につ いては確認 されていない 。引き続きBS Eの発生状況 等の確
認は必要であるが 、オーストリ アにおける飼 料規制等の有 効性は高い ことがサーベ イラン
スにより確認され ている。なお 、オーストリ アにおいては 、EUの定め たサーベイラ ンス水
準を満たしており 、結果としてO IEの定めた ５万頭に１頭 のBSE感染牛 が検出可能な 水準を
満たしている。
（２）BSE感染牛組織の異常プリオンたん白質蓄積と人への感染リス ク
オーストリアに おいては、仮に BSEプリオン による汚染飼 料を牛が摂 取するような 状況が
あったとしても、2012 年10月評価書 に記載のとお り、牛におけるBS Eプリオン摂 取量は、感
染実験における英 国BSE感染牛脳 組織１g相当 以下と想定さ れる。１g経口投与 実験では 、投
与後44か月目以降 に臨床症状が 認められて中 枢神経組織中 に異常プリ オンたん白質 が検出
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されたが 、投 与後42 か月目 （46か 月齢相 当以 上）ま でには 検出さ れてい ない 。なお 、BSE
の脳内接種実験で は、発症前の 最も早い時期 に脳幹で異常 プリオンた ん白質が検出 された
のは発症前７～８ か月であるこ とから、さら に安全を考慮 しても、30 か月齢以下の 牛で、
中枢神経組織中に 異常プリオン たん白質が検 出可能な量に 達する可能 性は非常に小 さいと
考えられる。
vCJDの発生につ いては、最も 多くのvCJDが 発生していた 英国におい ても、2000年 をピー
クに次第に減少し てきている。v CJDの発生は BSEの発生と の関連が強く 示唆されてい るが、
近年、vCJDの発症 者は世界全体 で大幅に減少 し、2016年に は２名とな っていること から、
2012年10月評価書 に記載のとお り、この間の 飼料規制やSRM 等の食品へ の使用禁止を はじめ
とするBSE対策が、 牛のみならず 人への感染 リスクを顕著 に減少させた ものと考えら れる。
非定型BSEに関し ては、2016年８月評 価書のとおり 、現在 までに得ら れている知見 に基づ
けば、H-BSEについては、実 験動物への感 染実験の結果 から、人への感 染の可能性は 確認で
きず、EUにおけるH -BSEの発生頻 度は、２歳 齢以上の牛100 万頭につき 、年当たり0.0 7頭と
極めて低い。L-BSE 感染牛の脳 組織について は、人への感 染の可能性 が否定できな いが、
現行のSRM以外の組 織の感染性は 極めて低い と考えられる 。EUにおける L-BSEの発生 頻度は
２歳齢以上の牛100 万頭につき 、0.09頭と 極めて低い 。また、これまでに 、疫学的に 非定型
BSEとvCJDを含む人のプリオン病との関連を示唆する報告はない。
（３）めん羊及び山羊におけるBSEの人への感染リスク
オーストリアに ついては 、感染実験 に係る知見 、めん羊 及び山羊にお けるBSE発生 状況及
び飼料規制とその 効果を踏まえ ると、2016年 １月めん山羊 評価書の考 え方と同様に 、野外
におけるめん羊及 び山羊のBSE感 染の可能性 は極めて低く、人への感染 リスクは無視 できる
と判断した。
（４）評価結果
①牛の肉及び内臓について
現行の飼料規制 等のリスク管 理措置を前提 とし、上記（ １）及び（ ２）に示した 牛群の
BSE感染状況及び感 染リスク並び にBSE感染に おける牛と人 の種間バリ アの存在を踏 まえる
と、オーストリア に関しては、 諮問対象月齢 である30か月 齢以下の牛 の肉及び内臓 （扁桃
及び回腸遠位部以外）の摂取に由来するBSEプリオンによる人でのvCJD 発症は考え難 い。
したがって、以 上の知見を総 合的に考慮す ると、諮問内 容のうちオ ーストリアに 係る牛
の肉及び内臓につ いて輸入月齢 制限及びSRM の範囲に関し ての結論は以 下のとおりと なる。
a．輸入月齢制限
オーストリアに 係る輸入条件 に関し、
「 輸入 禁止」の場合 と輸入月齢制 限の規制閾値 が「30
か月齢」の場合とのリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視 できる。
b.SRMの範囲
オーストリアに 係る輸入条件 に関し、「輸 入禁止」の場 合とSRMの範 囲が「全月齢 の扁桃
及び回腸（盲腸との 接続部分から ２メートル の部分に限る。）並びに30か 月齢超の頭部（舌、
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頬肉、皮及び扁桃 を除く。）、脊 髄及び脊柱」 の場合とのリ スクの差は 非常に小さく 、人へ
の健康影響は無視できる。
②めん羊及び山羊の肉及び内臓について
現時点では 、めん羊及 び山羊におけ るBSEの発生が 、英国 及びフラン スで確認され た飼料
規制強化前に出生 した山羊の２ 例のみである こと、BSEの感 染源及び感 染経路を踏ま えると、
めん羊及び山羊に おけるBSEリス ク管理措置 としては飼料 規制が極めて 重要と考えら れる。
このため、現行の 反すう動物に 対する飼料規 制の実効性が 維持される ことを前提と し、め
ん羊及び山羊にお けるBSEのヒト への感染リ スクを踏まえ ると、オース トリアに関し ては、
めん羊及び山羊の肉及び内臓に由来するBSEプリオンによる人でのvCJD 発症は考え難 い。
したがって、以 上の知見を総 合的に考慮す ると、諮問内 容のうちオ ーストリアに 係るめ
ん羊及び山羊の肉 及び内臓の輸 入条件に関し て、現行の「 輸入禁止」 から「SRMの範 囲を、
12か月齢超の頭部（扁桃を含 み、舌 、頬肉及び皮 を除く。）及び脊髄並 びに全月齢の 脾臓及
び回腸とし、SRMを除去 したものを輸 入」とした場合の リスクの差 は非常に小さ く、人への
健康影響は無視できる。
読み上げは以上となります。
○横山専門委員

ありがとうございました。

それでは、若干 重複はします けれども、食 品健康影響評 価（案）の ポイントにつ いて説
明をさせていただきます。
29ページからと なりますけれ ども、牛につ いては2012年 12月評価書 、めん山羊に ついて
は2016年１月評価書と同様の構成で整理をいたしました。
「１．BSEの発生 状況」です。 オーストリ アでは８頭のB SEが確認さ れています。 そのう
ち、３頭は非定型B SEです。2000 年６月生ま れの１頭が出 生年最後のBS Eですけれど も、こ
の後、16年間に生 まれた牛にBSE が確認され ていないとい うこと。BSE 感染めん羊及 び山羊
も確認されていません。
「２．飼料規制 とその効果」 についてです 。２行目に記 載してあり ますように、 オース
トリアについては 完全飼料規制 が2001年１月 から実施され 、15年以上 が経過してい るとい
うこと。飼料規制強化 後、先ほど2000年 ６月というの が最終のBSE 牛ですけれど も、飼料規
制の強化後はオー ストリアで生 まれた牛にBS E牛は確認さ れていません 。よっ て、オ ースト
リアにおける飼料規制はBSEの発生抑制に効果を発揮していると判断さ れます。
続きまして、３番目、29 ページの下の ほうです。食肉処 理工程におけ る人へのBSE プリオ
ンの暴露リスクの 提言措置がSRM の除去及び 食肉処理工程 でとられてい ると判断され ます。
30ページの「４ ．牛、めん羊 及び山羊の感 染実験」に関 しましては 、2012年10月 評価書
及び2016年１月以 降、評価に影 響を及ぼすよ うな新たな科 学的知見は 得られていな いと判
断されます。
「５．変異型ク ロイツフェル ト・ヤコブ病（vCJD）」につ いてです。まず、オース トリア
について、vCJDの 発生が確認さ れていないと いうことが一 つございま す。その他に ついて
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は、2012年10月評価書並びに2016年８月評価書のとおりかと思います。
続きまして、「６ ．非定型BSE 」です。先ほ どお話ししま したように 、オーストリ アでは
３頭の非定型BSEが 確認されてい ます。非定 型BSEについて も、その頭 数以外は、201 2年10
月評価書及び2016年８月評価書のとおりと考えます。
31ページの「７．まとめ」となります。
「（１）BSE感染 状況」につい ては、先ほど お話ししたと おり、オー ストリアの現 状をこ
こで記載してございます。
（２）は、第１ パラグラフと 第２パラグラ フにつきまし ては、2012 年10月評価書 に記載
してあるポイントがそのまま当てはめられるかと思います。
３段落目の非定 型BSEについて も、32016年 ８月評価書の 結果がその まま外挿でき ると考
えられます。
32ページの「（３ ）めん羊及び 山羊におけ るBSEの人への 感染リスク 」です。ここ は2016
年１月評価書における評価内容に沿って記載をしています。
以上のような結 果またはこれ までの評価書 の考え方を外 挿して、先 ほど紹介して いただ
いた評価結果を提案いたします。専門委員の先生方の御意見をお願いい たします。
○村上座長

ありがとうございました。

ただいまの横山 専門委員から の御説明につ いて、御質問 あるいは御 意見をいただ きたい
と思いますが、そ の前に、本日 御欠席の専門 委員から御意 見等はいた だいておりま すでし
ょうか。
○田中課長補佐
○村上座長

欠席の専門委員から御意見等はいただいておりません。

ありがとうございます。

それでは、ただ いまの横山専 門委員からの 御説明につい て、御質問 、御意見をい ただき
たいと思います。お願いいたします。
○中村（好）専門 委員

質問、 意見ではなく て補足でござ いますが、3 0ページの14 行目か

らのvCJDに関する 現状でござい ますが、これ は厚生労働省 研究班のサ ーベイランス 委員会
で把握している実態と相違はありません。このとおりでございます。
以上です。
○村上座長

ありがとうございます。

そのほかにございませんでしょうか。お願いします。
○高尾専門委員

めん山羊のほ うはよくわか ったのですが 、牛のほう で、オースト リアの

SRMの部 位は12 か月超 の頭蓋 となっ てい ると思 うので すが、 今回そ の輸 入条件 に関し て30
か月齢以上は問題 がないという ことですが、 現実的にはオ ーストリア の場合は、結 局12か
月以上のものはSRMとして処理されてしまうという理解でよろしいので しょうか。
○田中課長補佐

そうです。オー ストリアの 規則で12か月 齢超の部位は SRMとされて おりま

すので、その部位は引き続き、除去、焼却をされるということになりま す。
○高尾専門委員

ありがとうございます。
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○村上座長

ほかにございませんか。よろしいでしょうか。

それでは、取りまとめに入らせていただいて、よろしいでしょうか。
それでは、まと めさせていた だきます。オ ーストリアに 対する質問 事項の牛につ いては
①のａ及びｂ、め ん山羊につき ましては②の 評価結果とい うことにな りますが、評 価書案
のとおりということでよろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、結論 につきまして は合意を頂戴 しましたので 、文章上の 修文などを含 め評価
書案の修文につきましては私に一任させていただいてよろしいでしょう か。
（「はい」と声あり）
○村上座長

ありがとうございます。

それでは、今後 、必要な修文 があれば行っ たうえで、食 品安全委員 会に報告した いと思
います。
続きまして、議 事（２）の「 その他」にな りますけれど も、事務局 から何かござ います
でしょうか。
○田中課長補佐
○村上座長

特にございません。

それでは、本日の審議は以上とさせていただきます。

次回につきまし ては、日程調 整の上お知ら せいたします ので、よろ しくお願いい たしま
す。ありがとうございました。
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